
■場子育て支援センター（あんぱ～く内）
■申１１月１５日昇午前９時から、電話で子
育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）へ
※１人１講習まで。

親子遊び講習会
■時１２月２日晶午前１０時～１１時１５分
■内ベビーサイン
■講稲吉千恵氏（一般社団法人日本ベビ

ち え

ーサイン協会認定講師）
■対６カ月～１歳６カ月の子とその保護者
■定３０組（先着順）
子育て何でも相談広場
■時１２月１３日昇午前１０時～１０時４５分
■内おやつを見直そう！
■講歯科衛生士
■対乳幼児とその保護者
■定２０組（先着順）
育児講習会
■時１月２０日晶午前１０時～１１時３０分
■内乳幼児期の子育ての大切さ～イヤイ
ヤ期をどう乗り越えるか～

■講須佐栄子氏（心理カウンセラー）
えい こ

■対乳幼児の保護者
■定３０人（先着順）
■他別室託児あり

あんぱ～くの講習会

桜井地区の魅力を感じられるコース
を設定しました。
■時１１月１９日松午前８時４５分～１０時（予定）
※受付：午前８時２０分～８時４５分。
ゴールした人から解散。
※雨天中止。（少雨決行）

■場スタート獅桜井駅前公園 ゴール獅
本證寺
※駐車場はありません。公共交通機
関等で来場ください。
■内コース獅約４．５灼（スタート/桜井駅
前公園⇒蓮泉寺⇒松韻寺⇒古時計の
館⇒ゴール/本證寺）
※参加賞有。
※テレビ等で取り上げられた古時計
の館に立ち寄る予定です。
※ゴールの本證寺にて、本證寺太鼓
フェスティバルが開催されています。
■持歩きやすい服装、飲み物、タオル、
雨具

■問安城桜井駅周辺地区まちづくり委員
会事務局（区画整理課内／緯〈７１〉２２
６１）

桜井ウォークラリー１０
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■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、■対どなたでも、■定特になし、■￥無料の場合は記載を省略しています。

■時１２月６日昇午前１０時３０分～午後１時
３０分
■場文化センター
■内環境にやさしい調理方法でクリスマ
スにぴったりなホームパーティー向
け料理を楽しみます
■対市内在住・在勤・在学の１８歳以上
■定２４人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１人５００円
■持エプロン・筆記用具・ふきん・手拭
用タオル・不要な広告紙（ゴミ箱用）
■申１１月１５日昇までの午前９時～午後５
時（松掌抄を除く）に、住所・氏名・
電話番号を電話かファクス・Ｅメー
ルで環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６／
胃〈７６〉１１１２／kankyo@city.anjo.
aichi.jp）へ
※参加の可否は１１月中に連絡。

デンパークの催し
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
■￥入園料
写真展～わたしたちのデンパーク２０１６～
■時１１月１６日昌～２８日捷午前９時３０分か
ら閉園まで

■内四季を通じ、デンパークで撮影した
写真約１２０点を展示

であい！ふれあい！まなびあい！
紙芝居やぶどう飴づくり、ゲーム等

の楽しい催し物やもてなしもあるよ～！
さぁ～おいでよ！市民交流センター
まつりへ♪♪
■時１１月１３日掌午前１０時～午後３時
■場■問市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）

市民交流センターまつり

妊娠中の生活や育児について体験を
通して学ぶ教室です。
■時１２月１０日松（特に記載のないものは
午前９時２０分～正午。受付は午前１１
時まで）

■場市保健センター仮設健診室（同セン
ター西側の駐車場）

■対妊婦、家族、その支援者
※市外在住者は市内在住（住民登録
のある）者と一緒に参加してください。
■申要予約のものは１１月２１日捷～１２月２
日晶午前８時３０分～午後５時１５分
（松掌抄を除く）に、来所か電話・
ファクスで市保健センター（緯〈７６〉
１１３３／胃〈７７〉１１０３）へ
赤ちゃん体操と交流コーナー（要予約）
■時午前９時２０分・１０時２０分・１１時２０分
■内赤ちゃん体操を通じて接し方や触れ
合い方を学び、赤ちゃんのお父さん・
お母さんから、妊娠・出産・育児の
体験談を聞き、交流します（約４０分）
■他高校生が命の大切さを学ぶ機会とし
て参加します
■定各８組（先着順）
絵本読み聞かせコーナー（要予約）
■時午前９時３０分・１０時１０分・１０時５０分・
１１時３０分
■内赤ちゃんは絵本が大好きです。妊娠
中からお父さん、お母さんの温かい
声で絵本を読んであげましょう。読
み聞かせの実演、赤ちゃん向き絵本
の紹介をします（約２０分）
■定各１０組（先着順）
抱っこ体験コーナー
■内赤ちゃん人形を使って、抱っこの体
験（約１０分）
妊婦疑似体験コーナー
■内夫や家族が妊婦体験ジャケットを着
用し、日常生活の様々な動作を体験
（約１０分）
赤ちゃんのおもちゃづくりコーナー
■内身近な材料を使い、赤ちゃんが喜ぶ
おもちゃ作りを体験（約１５分）
展示コーナー
■内栄養バランスのとれた食事、歯の豆
知識、知っておくとあわてない家族
風呂デビューのポイント等の展示や
DVD上映（事故予防、お母さんと赤
ちゃんの絆を深める内容）

パパママ教室 たいけん編

古古時計の古時計の館館

■時１１月１９日松午前１０時～正午
■場市民交流センター
■内一足早い平成２９年の年賀状を親子で
作ります

■講鬼頭茂雄氏
しげ お

■対幼児～小学生とその保護者
■定１０組２０人程度（先着順）
■持サインペン、クレヨン、色鉛筆等
※ハガキ大の画用紙は用意しています。
■申１１月５日松午前９時から、直接か電
話で市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）
へ

親子で年賀状を描こう！

エコ・クッキング～クリスマ
スのエコホームパーティー～

市民ギャラリーコレクション展「い
のちのかがやき～みつめよう！表現し
よう！～」ワークショップ。
■時１１月２３日抄午前１０時３０分～正午
■内カラーワイヤーを使って動物をつく
ります
■講小川嘉也氏（日本画家）

よし なり

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥５００円
■場■申１１月１５日昇までに、はがき（必着）
で講座名・代表者の住所・氏名・年
齢・電話番号・参加人数・参加者全
員の氏名を市民ギャラリー（〒４４６－
００２６安城町城堀３０／緯〈７７〉６８５３）
※１枚のはがきで２人分まで同時に
申込可。

ワイヤーアートで動物をつ
くろう！

第３回神経系難病患者・家
族教室
■時１１月２１日捷午後２時～４時
■場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
■内講話・体験「透明文字盤について」・
交流会

■講玉木克志氏（日本ALS協会愛知県支
かつ し

部事務局長）
■対神経系難病患者と家族、支援に関わ
る医療介護関係者

■申１１月１４日捷までに電話で衣浦東部保
健所健康支援課（緯〈２１〉９３３８）へ
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■時１１月１３日掌午前９時～正午
■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

今月の再生家具等入札販売

■場■申１１月５日松午前９時から、電話で
歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

はじめての水墨画～若冲を楽しむ～
■時１２月４日掌午前１０時～午後３時（正
午～午後１時は休憩します）
■内伊藤若冲の作品を参考にしながら、
水墨画の世界と技を楽しみましょう

■講内藤華岳氏（桜華水墨画院 主宰）
か がく

■定１５人（先着順）
■￥５００円
練り切りづくり～若冲の世界に和菓子
で親しむ～

■時１２月１１日掌午前１０時～正午
■内伊藤若冲の『雪

せっ

中
ちゅう

雄鶏図』をイメージ
ゆう けい ず

した和菓子作りに挑戦しましょう
※１人２個作ります。
■講太田恵子氏

けい こ

■定１５人（先着順）
■￥１０００円

歴史博物館の体験講座

重要文化財の人面文土器等、常設展
示を３０分程度で簡単に解説します。
■時１１月５日松午前１０時～正午、午後１
時～３時

■￥観覧料（中学生以下は無料）
■場■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）

歴史博物館のボランティア
による常設展ガイド

今回のテーマは「事業計画書作成の
ポイント」。
起業を志した時に、まず必要になる
のが「事業計画書」。どう作成したらい
いのか、何を書けばいいのか…。
実際のワークを交えながら、文章作
成のプロ・行政書士が直接教えます。
毎月１回テーマを変えて開催してい
ます。（全６回予定）
■時１１月８日昇午後２時～３時
■場ＫＥＹＰＯＲＴ（ＪＲ安城駅１階）

キー ポート

■講寺嶋紫乃氏（行政書士法人名南経営）
し の

■対起業を目指している人、起業家、新
規事業立ち上げを考えている人等

■定１０人程度（先着順）
■申１１月７日捷までの午前９時～午後１０
時に、電話かＥメールでＫＥＹＰＯＲＴ

キー ポート

（緯〈７７〉６３１３／info@keyport.jp）へ
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

第３回起業セミナー

ドロボーとバーのマスター、そこに訪れたお客た
ちが巻き起こす、抱腹絶倒・支離滅裂・空前絶後の
エキサイティングなコメディー。彼らにどんな未来
が待ちかまえているのか…。０７年に全国を感動と笑
顔で埋め尽くした「コースター」を、西村雅彦、浅利
陽介、MEGUMI、飯島
直子ら、装いも新たに、
キャストを一新して皆様
にお届けします。

■時３月２０日抄午後５時（開場は４時３０分）
■￥ S席獅５５００円 A席獅４０００円 学生獅３０００円
（全席指定）
※未就学児童入場不可。学生は要学生証提示。
チケット販売所獅市民会館、稲垣電気商会（緯

〈９７〉８１８１）、竹内書店（緯〈７４〉０５１１）、産直センタ
ー安城南部（緯〈９２〉１３１６）、名鉄ホールチケットセンター（緯０５２〈５６１〉７７５５）、
チケットぴあ（緯０５７０〈０２〉９９９９／Pコード：４５４－６７７） 発売開始日獅１１月
１２日松午前９時
※市民会館以外の販売所の営業時間は直接問い合わせてください。
※市民会館でのチケット取扱施電話予約は１１月１３日掌午前９時から。車い
す席（市民会館のみ取扱）は１１月６日掌午前９時から電話で受付。

■場■問市民会館（緯〈７５〉１１５１）



■時１１月１３日掌午前１０時～午後６時（開
場は午前９時３０分、入退場自由）
■内昭林公民館を拠点に活動するバンド
グループ中心のライブイベント
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林バンドライブ

■時１１月１９日松午後２時～３時３０分
■内唯是震一作品より「五つの抒情」「更

ゆい ぜ しん いち

紗」「十七弦独奏のための六つの前奏
曲」他 出演獅中根雅楽抄都他

な か ね う た さ と

■定１５９人（当日先着順）
■他未就学児の入場は遠慮してください
■場■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林公民館ふれあい事業
七橋会筝ミニコンサート１８

電話番号リサイクル事業取扱店

緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

保管期限が過ぎた放置自転車の中か
ら、再利用可能な自転車を整備し、市
放置自転車リサイクル事業取扱店（下
表参照）で各店２・３台を販売します。
まちの美観、歩行者等の通行の妨げ
となる放置自転車をなくし、きれいな
まちを作りましょう。
■時１１月１１日晶から
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

放置自転車のリサイクル販
売
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マーメイドパレスの催し
■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）
平日限定「利用料還元フェア」
■時１１月８日昇～１１日晶・１５日昇～１８日晶
■内くじをひいてあたりが出たら、マー
メイドパレス無料券をプレゼント
■対プール・トレーニングルームを利用
した人
BINGO大会！
■時１１月２０日掌午後２時
■内ビンゴになった人にプール利用券を
進呈
■対プール利用者
■定１００人（先着順）
■他開始１０分前から造波プール前でビン
ゴカードを配布
ちびっこデー
■時１１月２３日抄
■内未就学児のプール利用料が無料。幼
児プールにボールを開放
■他オムツ着用の子は利用不可。保護者
同伴（保護者１人につき２人まで）

デンパーククラブハウスの
体験教室
■他入園料別途。都合により変更する場
合あり。詳細は問い合わせてください
■申１１月６日掌～各申込締切日の午前９
時３０分～午後５時（休園日を除く）に、
直接か電話で、デンパーククラブハ
ウス（緯〈９２〉７１１２）へ
ふわふわテーブルフォト
■時１２月７日昌・２１日昌午前１０時～正午
（全２回）
■内テーブルの上でお気に入りの小物を
撮影しながらフォトレッスン
■講岡本由樹子氏

ゆ き こ

■定１５人（先着順）
■￥２３００円
■持カメラ
■申申込締切日獅１１月３０日昌
寄せ植え講座「迎春の寄せ植え」
■時１２月９日晶午前１０時～正午
■講野正美保子氏（RHSJコンテナガー

み ほ こ

デニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥４０００円
■持薄手袋、はさみ、エプロン（ガーデ
ニング用）
■申申込締切日獅１１月２５日晶

■時１１月１８日晶午前１０時～１１時３０分
■場安祥閣
■内マフラー作り
■講中嶋雅子氏

まさ こ

■対女性
■￥１０００円
■持玉つき棒針１０号
※持参できない場合は申込時に申し
出てください。
■申１１月９日昌～１５日昇午前９時～午後
４時に、直接か電話で住所・氏名・
電話番号・参加人数を安祥閣（緯〈７４〉
３３３３）へ

簡単！誰にでも編める
おしゃれなマフラー講座

■問中央図書館（緯〈７６〉６１１１）
第８回郷土の美術・芸能展
■時１１月１５日昇～２７日掌
■他１１月２６日松午後３時から雅楽の演奏
会
図書館でクリスマスパーティー
クリスマス絵本の読み聞かせ、マジ
ックショーで楽しもう。
■時１２月１７日松午前１０時３０分～１１時４５分
■対未就学児とその保護者
■定１５人（先着順）
■申１１月２６日松から電話で中央図書館へ
YOUは何しに図書館へ？
■時１２月１８日掌午前１０時～正午
■内テーマ獅①知って得する数式のひみ
つ「フーリエの冒険」 ②神話の世界
へタイムスリップ「古事記の暗号」
■講①獅田中俊氏 ②獅

しゅん

高野加津子氏
か づ こ

■対中学生、高校生
■定２０人（先着順）
■申１１月８日昇～２２日昇に電話で中央図
書館へ

中央図書館の催し

知ってますか？
正しい食品表示
■時１２月１０日松午後１時～２時３０分
■場市民交流センター
■内食品表示は、食品の安全性の確保や
公正取引、人々の栄養の改善、健康
増進等を図る目的で表示されていま
す。野菜や肉、魚、加工食品等の表
示ルールを知って、食生活の充実に
活かしましょう
■講長瀬嘉伴氏（愛知県農林水産部食育

よし とも

推進課）
■定２０人（先着順）
■申１１月５日松午前９時から、直接か電
話・ファクスで市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１／胃〈７１〉０６６８）へ

安城ふるさとの森ガイドツ
アー
■時１２月４日掌午後１時～４時
■場集合・解散獅市役所西駐車場
■内安城市周辺に点在する原始的な植生
の森「ふるさとの森」をバスで巡ります
■定２０人（先着順）
■申１１月７日捷～１１日晶に、郵便番号・
住所・氏名・生年月日・電話番号・
ファクス番号をファクスでエコネッ
トあんじょう事務局（胃〈５５〉１３１５）へ
■問エコネットあんじょう（緯〈５５〉１３１５）、
環境都市推進課（緯〈７１〉２２０６）

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）
作ってみよう！「カラーゴムでアクセ
サリー作り」
■時１１月１２日松・１３日掌午前１０時～午後
３時

■内簡単なアクセサリー作り
■定３０人（当日先着順）
落ち葉プールで遊ぼう！

■時１１月１２日松・１３日掌・１９日松・２０日
掌・２６日松・２７日掌午前１０時～午後
３時
※悪天候中止。

■内たくさんの落ち葉の中へ入って遊ぼ
う

■持汚れても良い服装
シャボン玉の中に入ろう！
■時１１月１９日松午前１０時、午後２時３０分
※雨天の場合は２０日掌に延期。

■内大きなシャボン玉の中に入ることが
できます

■対小学生以下
■定各５０人（当日先着順）
■持汚れても良い服装
シャボン玉で遊ぼう
■時１１月１９日松午前１０時～午後３時
※雨天の場合は２０日掌に延期。
※材料が無くなり次第終了。

スタンプDEGET
■時１１月２３日抄・２６日松・２７日掌午前９
時～午後４時
※雨天中止。

■内有料遊具を利用し、スタンプを集め
た人に、抽選で景品を進呈

■対３歳～小学生（未就学児は保護者同
伴）

■定各２００人（当日先着順）

堀内公園の催し

エコきちの講座
■場■申１１月５日松から各開催日の３日前
までの午前９時～午後９時（昌を除
く。開催３日前が昌の場合はその前
日まで）に、講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号・参加人数を直接か
電話・ファクスで環境学習センター
エコきち（緯・胃〈７６〉７１４８）
※受付開始日は１家族１講座のみ。

こどもエコ工作
木の実や自然素材を使ってクリスマ
スリースをつくろう。
■時１１月１９日松・２６日松午前１０時～１１時
３０分
■対４歳以上（小学１年生以下は保護者
同伴）
■定各１０人（先着順）
■￥２００円
親子でサイクリング
親子でサイクリングを楽しもう。
■時１１月２０日掌午前９時５０分～１１時３０分
※雨天中止。
■場集合獅エコきち 解散獅総合運動公園
■講鬼頭茂雄氏

しげ お

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■持自転車、ヘルメット、弁当、水筒
エコクッキング体験
昔懐かしい「おにまんじゅう」等をつ
くろう。
■時１１月２３日抄午前１０時～１１時３０分
■講神谷直子氏

なお こ

■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥２００円
※保護者も要参加費。
■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
はし、さら
おとな向けエコ体験～ガーデニング小
物づくり～

不要品を使ってガーデニング用の小
物をつくろう。
■時１１月２７日掌午前１０時～１１時３０分
■講古居敬子氏、大

けい こ

橋輝美子氏
き み こ

■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥２００円
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■申各申込開始日の午前１０時から、電話
でマーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

目指せ美ボディ！骨盤エクササイズ
■時①中級編獅１１月１７日昭 ②初級編獅
１１月２５日晶 いずれも午前１０時３０分
～正午

■内左右の骨盤の歪みを整えてスタイル
や姿勢を改善する骨盤体操をします

■講岩瀬裕子氏
ゆう こ

■対①獅初級編に参加したことのある人
②獅１８歳以上の女性
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）、ヨガマット又はバ
スタオル
■申申込開始日

▲

①獅１１月９日昌 ②獅
１１月１０日昭
ベビーマッサージ
■時１１月１８日晶午前１０時３０分～正午
■内赤ちゃんとママの肌と肌のふれあい
によって、いろいろな悩みを解消す
るベビーマッサージの体験講座です

■講竹本まどか氏（ロイヤルセラピスト
協会認定講師）
■対２カ月～１歳の子とその保護者
■定８組（先着順）
■￥１５００円（保護者が２人の場合は２０００円）
■持大きめのバスタオル・子どもの水分
補給用飲料等

■申申込開始日獅１１月８日昇
日々の疲労をためないための健康お灸
■時１１月２４日昭午前１０時３０分～正午
■内お灸の安全な使い方、冷えを取り去
り、カラダを温めるツボ等、初歩的
なお灸の仕方を体験します

■講高橋裕子氏（鍼灸マッサージ師）
ひろ こ

■対１８歳以上の女性
■定５人（先着順）
■￥１５００円
■持肘、膝を出せる服装（スカート不可）
■申申込開始日獅１１月８日昇

マーメイドパレスの講座

■時１２月３日松午後１時～４時
■場市民交流センター
■内安城市を住みよいまちにするために
活動をしている団体の活動発表です

■対興味関心のある人
■定４０人（先着順）
■申１１月５日松からの午前９時～午後８
時（休館日を除く）に、直接か電話・
ファクスで市民交流センター（緯〈７１〉
０６０１／胃〈７１〉０６６８）へ

安城市で活躍する人たちの
交流会



■問丈山苑（緯〈９２〉７７８０）
■￥入苑料獅１００円（中学生以下無料）
呈茶料獅３００円

夜間開苑
竹あかりの庭園とライトアップした
紅葉をゆっくりと鑑賞しませんか。
■時１１月１９日松・２０日掌午後９時まで開
苑
※入苑は午後８時３０分まで。
丈山苑紅葉茶会
■時１１月２０日掌午前１０時～午後３時
※苑庭での野点有。（雨天中止）

丈山苑の催し

■定各２０人（先着順）
■対安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤・在学の人は、どの会場で
も受講できます
※団体での受講を希望する場合は、
各申込先へ問い合わせてください。
■申１１月５日松午前９時から、電話で各
申込先へ
■問衣浦東部広域連合消防課（緯〈６３〉０１３５）
普通救命講習Ⅲ
■時１１月１９日松午前９時～正午
■場高浜市役所
■内小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、
ひきつけ・のどに異物が詰まった時
の処置等
■申高浜消防署救急係（緯〈５２〉１１９０）
普通救命講習Ⅰ
■時１１月２０日掌午前９時～正午
■内心肺蘇生法（気道確保・人工呼吸・
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法等
■場■申碧南消防署救急係（緯〈４１〉２６２５）
上級救命講習
■時１１月２６日松午前９時～午後６時
■内成人・乳児等の心肺蘇生法、傷病者
管理、外傷の応急手当、搬送法等
■場■申知立消防署救急係（緯〈８１〉４１４４）
実技救命講習
■時１１月２７日掌午前９時～１１時
■内■対インターネット上で応急手当WEB
講習若しくは救命入門コースを受講
した人が普通救命講習Ⅰにステップ
アップするコースで、心肺蘇生法、
AEDの使用法、止血法の実技を行
います
■場■申安城消防署救急係（緯〈７５〉２４９４）

救命講習会

『消しましょうその火その時その場
所で』
火災予防について考えてみませんか
秋から冬にかけて空気が乾燥し火災
が発生しやすい季節となります。火災
の多くは、ちょっとした火の不始末や
不注意から発生しています。
「私のうちは大丈夫」と思っている人
はいませんか。その油断が禁物です。
火災を起こさないために、一人ひとり
が火の取扱いに十分注意して最後まで
責任を持つことが必要です。次のこと
に心がけ、火災予防に努めましょう。
住宅防火いのちを守る７つのポイント
【３つの習慣】
①寝たばこは、絶対やめる
②ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する

③ガスこんろ等のそばを離れるときは、
必ず火を消す

【４つの対策】
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を設置する

②寝具、衣類及びカーテンからの火災
を防ぐために、防炎品を使用する

③火災を小さいうちに消すために、住
宅用消火器等を設置する

④お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる
住宅用火災警報器は電池切れになって
いませんか
設置されている住宅用火災警報器の
吊りヒモを引く等試験をして、警報が
鳴るか確認しましょう。火災ではない
のに警報が鳴る場合や、試験をしても
警報が鳴らない等の場合は、電池切れ
や故障が疑われます。電池交換や、警
報器の取替えをしましょう。
電池の寿命は機器により違います。
警報器を見て確認しましょう。
平成２８年度防火作品入賞作品
管内の小学生を対象に夏休みに募集
しました。入選者は以下のとおりです。
（市内関係分）
特選獅鈴木海平さん（安城南部小６年）

かい へい

入選獅髙橋知滉さん
ち ひろ

（三河安城小６年）、
日坂学杜さん（同）

がく と

※鈴木さんの作品は
春季火災予防運動
のポスターに採用。
■問衣浦東部広域連合
予防課（緯〈６３〉０１
３６）

１１月９日～１５日は秋季全国
火災予防運動

鈴鈴木さんの作鈴木さんの作品品
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■申申込方法等 ■問問い合わせ先 ※なお、■対どなたでも、■定特になし、■￥無料の場合は記載を省略しています。

過労死等防止対策推進シン
ポジウム
過労死等は本人はもとより、その遺
族又は家族にとっても計り知れない苦
痛であるとともに、社会にとっても大
きな損失です。
■時１１月２３日抄午後１時３０分～４時３０分
■場ウィルあいち（名古屋市東区）
■内①基調講演「パワーハラスメントを
防止するために」 ②報告－パワー
ハラスメントの相談の現状－ ③過
労死遺族の報告 ④報告の解説と講
演「職場いじめはなぜ起こる？」

■講①獅岡田康子氏 ②獅坂平末弘氏、
やす こ すえ お

鈴木明男氏 ④獅岡村晴美氏（弁護士）
あき お はる み

■定２００人（先着順）
■申ファクス（胃０５２〈９１５〉１５２３）か同シン
ポジウムのホームページから申し込
みできます
※詳細は問い合わせてください。

■問厚生労働省受託事業者㈱プロセスユ
ニーク（緯０５２〈９３４〉７２０２）、市商工課
（緯〈７１〉２２３５）

■時１１月１９日松午前１０時～午後３時
■場JR安城駅西駐車場前 他
■内JR安城駅前の路上で様々なスポー
ツ（ストラックアウト、フットサル、
バスケットボール、スラックライン
等）が体験できます。その他にもプ
チ体力測定会や飲食ブースもあります
■問叙安城スタイル（緯〈７３〉９５１１）、商工
課（緯〈７１〉２２３５）

安城まちなかスポーツフェ
スティバル

市民交流センターの平成２９
年度上半期分予約を受付
■時利用日獅平成２９年４月１日～９月３０日
■対多目的ホール（調理実習室・会議室
も併せて予約可）で１００人以上の催し
を行う団体
※１団体につき上・下半期合わせて
３日まで予約できます。
※予約が重複した場合は調整します。

■申１１月１５日昇～３０日昌午前９時～午後
８時（２１日捷・２８日捷を除く）に、直
接市民交流センター（緯〈７１〉０６０１）へ

国税に関する相談は、税務署の電話
相談センターを利用してください。自
動音声に従って操作してください。
電話番号獅（緯〈２１〉６２１１）
■時捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄、
年末年始を除く）
■問市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

税務署の電話相談センター

有料道路コンセッションにより、１０
月から知多半島道路他８路線の運営を
愛知道路コンセッション㈱が開始しま
した。詳しくは、愛知県道路公社ホー
ムページを参照してください。
■問愛知県道路公社本社（緯０５２〈９６１〉１６
２１）
知多半島道路の通行料金割引
■時平日午前６時～９時、午後５時～８時
■対ETC無線走行車
■内通行料金を３０％割引
中部国際空港連絡道路の料金改定
■内全車種の通行料金を改定 普通車

▲

改定前獅３６０円 改定後獅１８０円
回数券利用終了
衣浦トンネル等の愛知県道路公社の
回数券は平成２９年３月３１日利用終了。
なお、払戻・交換は平成３０年３月３１
日まで実施。
※愛知道路コンセッション㈱が新たに
回数券を発行。

愛知県道路公社の通行料金
割引・回数券利用終了

皆さんと消防を結ぶダイヤルナンバー「１１９」にちなんで昭和６２年から、１１月
９日が「１１９番の日」として設けられました。
皆さんの正確な通報が、迅速、的確な活動につながります。もしもの時に備え
て１１９番通報について確認しましょう。
通報は慌てず落ち着いて次の質問にはっきり答えてください。
【火事の場合】
①住所（近くの目標物、ビル等の場合は何階か）
②何が燃えているのか？
③逃げ遅れ、けが人はいないか？
④通報者の氏名、電話番号
【救急の場合】
①住所（近くの目標物、ビル等の場合は
何階か）

②誰がどうしたか？
③けが人等の年齢、性別、持病、かかり
つけ病院

④通報者の氏名、電話番号
※救急車から確認の電話がかかってくる
場合があります。

携帯電話・スマートフォンからの１１９番通報
携帯電話・スマートフォンからの１１９番通報は、固定電話と同じように消防
につながりますが、市境で通報した場合、隣の消防につながることがあります。
この場合、通信指令員がその地域の消防に転送しますので、電話を切らずに指示
に従ってください。
また、GPS機能付き携帯電話・スマートフォンであれば位置情報が消防に通知
されますが、精度が数１０杓～１００００杓程度と大きく異なるため、災害地点の特定
が困難となることがあります。従いまして、携帯電話・スマートフォンで通報す
る場合は、通信指令員の聞き取りによる位置特定が重要となりますので、付近の
住所や目標物（店舗、交差点名、橋等）を確認の上、通報してください。
こんなときはこちらの電話番号を利用してください
１１９番は、火災、救急等を通報する緊急回線です。
火災発生場所、当番病院及び小児に関する医療相談については、次の番号に問
い合わせてください。
【火事の場所や状況が知りたいとき】
災害案内テレホンサービス獅緯〈２７〉１１１９
【病院の案内、情報を知りたいとき】
救急医療情報センター獅緯〈３６〉１１３３
※病状に応じて診療可能な最寄りの病院を２４時間３６５日紹介しています。
【小児の症状に応じた医療相談をしたいとき】
愛知県小児救急電話相談獅緯♯８０００又は０５２〈９６２〉９９００
※３６５日午後７時から翌日午前８時までの間、看護師や小児科医からアドバイス
が受けられます。
■問衣浦東部広域連合通信指令課（緯〈６３〉０１３８）

過労死等防止対策推進法は、広く過労死等防止の重要性について自覚を促し、
これに対する関心と理解を深めるため、毎年１１月を「過労死等防止啓発月間」と定
めています。
国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死とその防止に対する理解を
深めて「過労死ゼロ」の社会を実現しましょう。
過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ。

労働条件相談ほっとライン獅緯０１２０〈８１１〉６１０
※受付時間

▲

捷昇昭晶獅午後５時～１０時 松掌獅午前１０時～午後５時。
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

雅 広報あんじょう 2016.11.1

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員・募集人数 ■￥費用・受講料等 ■持持ち物 ■他その他

１１月は「過労死等防止啓発月間」です

１１月９日は「１１９番の日」



１１月は子ども・若者育成支
援強調月間
青少年による重大な事件、いじめ問
題、子どもが被害者となる事件の発生
や青少年の健全な育成を阻む違法・有
害な情報の氾濫が問題になっています。
また、フリーターやニートと呼ばれ
る若者の数が高水準で推移する等、若
者の社会的自立の遅れが深刻化してい
ます。子どもや若者の育成支援に対す
る理解を深めましょう。
スローガン獅育てよう自分に勝てる
子負けない子
■問青少年の家（緯〈７６〉３４３２）

臨時福祉給付金等の申請期
限は１１月３０日です
平成２８年１月１日時点で安城市に住
民登録があり、給付金の支給対象と思
われる人に８月末に申請書を送付しま
した。未申請の人は、支給要件等を確
認し、期限までに申請してください。
■対平成２８年度市民税県民税（均等割）が
非課税の人。ただし、自身を扶養し
ている人が課税されている場合や平
成２８年１月１日において生活保護制
度の被保護者である人等は対象とな
りません
※平成２８年１月２日～１０月１日に生
活保護が廃止又は停止となった人は、
支給の対象になります。申請書がな
い人は連絡して下さい。

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２６３）

進めよう！「いいともあいち運動」
愛知県は、消費者と生産者が一緒に
なって県の農林水産業を支えていこう
という取組を行っています。また、県
民の方々に積極的に地元の農林水産物
を購入してもらい、健康で豊かな暮ら
しを目指そうという運動が「いいともあ
いち運動」です。
生産・流通・
消費等に関わる
人たちがネット
ワークを深めて、
「地産地消」を進
めましょう。
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

１１月はいいともあいちキャ
ンペーン月間

男女雇用機会均等法及び育児・介護
休業法が改正され、平成２９年１月１日
から施行されます。
これにより、育児休業・介護休業の
申出ができる有期契約労働者の要件が
緩和されたほか、介護休業の分割取得
や子の看護休暇・介護休暇の半日単位
の取得ができるようになる等、法律で
定める制度はさらに充実したものとな
ります。
また、妊娠・出産や育児休業等の利
用に関する言動により労働者が就業環
境を害されることがないよう防止対策
を講ずることが事業主へ義務付られます。
事業主と労働者の皆さまには、改正
法の趣旨・内容をご理解いただき、職
場における仕事と家庭の両立のための
制度とその制度を利用しやすい環境づ
くりを進めていただくようお願いします。
■問愛知労働局雇用環境・均等部指導課
（緯０５２〈２１９〉５５０９）

男女雇用機会均等法、育児・
介護休業法が改正

文化センターの休館期間の
変更
文化センターの改修工事に伴う休館
期間を平成２９年１０月２日～平成３０年１１
月頃（予定）に変更します。工事期間中
はご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
また、休館期間変更に伴い利用でき

ることとなる期間の利用を受け付けます。
ホール、展示利用の受付抽選会
■時１１月１５日昇午前９時
■内利用期間獅平成２９年７月１日～１０月
１日
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）

１１月は放置自転車クリーン
キャンペーン月間
放置自転車は、通行の妨げになった
り、まちの美観を損ねたりします。自
転車駐車場や預かり所を利用し、路上
に放置するのはやめましょう。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
自転車等放置禁止区域を定めています
ＪＲ安城駅、名鉄新安城駅・同南安
城駅周辺は自転車等放置禁止区域です。
放置された自転車等は移動し、返還に
は１台１０００円の移動費用が必要です。
駐輪場ではマナーを守りましょう
通路・入口付近への駐車や割り込み
は、他の利用者の迷惑となります。順
序よく駐車しましょう。自転車は必ず
防犯登録し、盗難防止のため二重に施
錠しましょう。
自転車は正しく処分を
不要になった自転車は、リサイクル
プラザに持ち込むか、粗大ごみ処理券
を購入して処分を依頼してください。

■時１１月２４日昭午前１０時～正午
※午後１時３０分～３時３０分は年末調
整事務の説明会を開催。
■場文化センター
■問刈谷税務署（緯〈２１〉６２１２）

青色申告決算説明会

個人事業税の第２期分の納期限は、
１１月３０日昌です。
１１月中旬に県から納税通知書を送付
しますので、銀行、信金、農協、漁協、
ゆうちょ銀行（ゆうちょ銀行代理店の
郵便局を含みます）等の金融機関・コ
ンビニエンスストア・MMK設置店
（ＭＭＫ端末が設置されているスーパ
ー、ドラッグストア等の店舗）・県税事
務所で納付してください。
なお、Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）に対応
しているインターネットバンキング又
はＡＴＭ、インターネット（愛知県県
税専用支払ページ）でのクレジットカ
ードによる納付（１００００円ごとに７３円
（消費税別）の決済手数料がかかります）
を利用して納付することもできます。
※コンビニエンスストア及びＭＭＫ設
置店については納付書の納付金額が
３０万円以下のものに限ります。
※Pay-easy並びにゆうちょ銀行及び
郵便局では領収証書が発行されませ
ん。領収証書が必要な場合は、他の
金融機関等の窓口で納付してくださ
い。
納税には便利な口座振替を
納税には便利で安全な口座振替の制
度があります。希望する人は口座を開
設している金融機関の窓口で手続をし
てください。
■問西三河県税事務所（緯０５６４〈２７〉２７１３）、
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

個人事業税第２期分の納税
をお忘れなく

安全安心情報メールのシス
テム改修
■時１１月２９日昇午後６時～３０日昌午前８
時
■内セキュリティ対策のため、システム
改修を行います。作業中は、登録情
報変更等の手続ができません。また、
メールの配信はありません
■他改修後、一部旧式の携帯電話から登
録情報変更等の手続ができなくなる
場合があります。手続できない場合
は問い合わせてください
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）、愛知ネッ
ト（緯〈９８〉５３５２）
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１１月１０日～１６日はアルコー
ル関連問題啓発週間です
アルコール依存症を始め、多量飲酒、
未成年や妊婦の飲酒等の不適切な飲酒
は、肝障害や食道がん等の健康障害や
自殺のリスクを高めるだけでなく、暴
言・暴力、虐待、DV等周囲の人を巻
き込む問題を引き起こすこともありま
す。
また、飲酒運転による死亡事故、大
学サークルのイッキ飲みによる死亡等、
同様の事故はあとを絶ちません。この
ような問題が起きないように、お酒に
ついて正しい知識を身に付け、上手に
付き合っていきたいものです。
お酒について困っている本人や家族
からの相談を下記にて受け付けていま
す。
■問衣浦東部保健所健康支援課（緯〈２１〉
９３３７）、市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

１１月１２日～２５日は女性に対
する暴力をなくす運動期間
配偶者や恋人等からの暴力、セクハ
ラ、ストーカー行為等は、女性の人権
を著しく侵害するものであり、男女共
同参画社会を形成する上で克服すべき
重要な課題です。
「暴力を認めない」「自分のことを大
切にする」「相手のことも大切にする」
この３つは、自分を取り巻くすべての
人との関係において、とても大事なこ
とです。一人で問題を抱え込まず、誰
かに相談しましょう。
■他市役所相談室では、毎週昌に市民女
性悩みごと相談を開催しています。
詳しくは本紙毎月１５日号「相談窓口」
のページを参照ください

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）、市民課相
談室（緯〈７１〉２２２２）

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間
夫やパートナーからの暴力、職場等
でのセクハラ、ストーカー行為等女性
の人権問題について相談に応じます。
相談内容の秘密は固く守られます。

一人で悩まず、気軽に相談してください。
■時１１月１４日捷～１８日晶午前８時３０分～
午後７時、１１月１９日松・２０日掌午前
１０時～午後５時
■内相談専用電話（女性の人権ホットラ
イン）獅緯０５７０〈０７０〉８１０

■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１） １１月１１日～１７日は税を考え

る週間
期間中、国税庁ホームページでは、
様々な情報をイラストや動画を交え提
供しています。マイナンバー制度につ
いても紹介中です。
私たちのくらしを支える税について、
ぜひこの機会に考えてみてください。
■問刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）、市市民税
課（緯〈７１〉２２１４）

１１月は児童虐待防止推進月
間
児童虐待とは、親又は親に代わって
養育する大人が、子どもに対して不適
切な関わりをすることによって、子ど
もの体や心が傷つけられ、健全な成長
や発達を妨げる行為です。
虐待を防ぎ、子どもを守るため「虐

待かな？」と思ったら、迷わず連絡し
てください。下記標語にある「いちは
やく」とは児童相談所全国共通ダイヤ
ル「１８９」番のことです。虐待の心配
があるとき、相談したいときに電話し
てください。
子育てには誰かの手助けが必要です。
周りの人は子育て中の人に気を配りま
しょう。また子育て中の人は、ひとり
で悩まず、がんばりすぎずに、相談を
してください。
標語獅さしのべて あなたのその手 い
ちはやく
■問刈谷児童相談センター（緯〈２２〉７１１１）、
市子育て支援課（緯〈７１〉２２２９）

安城市博物館協議会委員の一部を公
募します。
■内職務内容施博物館長の諮問機関であ
る安城市博物館協議会において、博
物館の運営等について調査及び審議
し、意見を述べる 任期施平成２９年
４月１日～平成３１年３月３１日（２年
間） 選考施書類選考（応募申込書、
小論文）、面接（１２月１４日昌予定） 報
酬施会議１回７５００円
※選考結果は合否に関わらず、１２月
２４日松までに応募者全員に通知しま
す。
■対次の要件を全て満たす人
暫平成９年４月１日以前生まれ
暫市歴史博物館の企画展等を観覧して
おり、博物館及び歴史に関心がある
暫年３回程度平日昼間に開催する会議
に出席できる
暫応募の日現在で、安城市の他の審議
会等の公募委員でない
※会議は５月・７月・１月に開催を
予定し、１回の会議の時間は２時間
程度。

■定１人
■申１１月１５日昇～３０日昌の午前９時～午
後５時（休館日を除く）に、所定の応
募書類を持参か郵送（消印有効）・
ファクス・Ｅメールで歴史博物館
（〒４４６－００２６安城町城堀３０／胃〈７７〉
６６００／bunkashinko@city.anjo.
aichi.jp／緯〈７７〉６６５５）へ
※Ｅメールの件名は「委員公募」と記
入。
※応募書類は、同館・同館ウェブサ
イトで配布。
※応募書類は選考のためにのみ使用
し、理由を問わず返却しません。

安城市博物館協議会委員

榎前町井杭山における工業団地の地
区計画原案を縦覧します。
地区計画区域内の土地所有者は、縦
覧期間中に市へ意見書を提出すること
ができます。
■時１１月７日捷～２１日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）

■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）

地区計画原案の縦覧
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（ ）内は前月比

〈平成28年10月1日現在〉
総 人 口
男 性
女 性

世 帯 数

186,806人（＋51）
95,854人（＋42）
90,952人（＋ 9）

73,193世帯（＋40）

火 災
救 急

（年間累計／前年対比）

刑 法 犯
交通事故
負 傷 者
死 者

129件（1,138件／－162）
530件（4,541件／－152）
89人（ 892人／－ 25）
0人（ 3人／－ 2）

人口・世帯

9月の火災・救急

9月の犯罪・事故

4件（うち建物 2件）
590件（うち急病402件）
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香嵐渓（こうらんけい）もみ
じまつり

豊
田

■時１１月１日昇～３０日昌
■場香嵐渓、町並み一帯（豊田市足助町）

あ すけ

■内日没～午後９時は飯盛山・足助城の
いい もり

紅葉をライトアップ
■他竹灯りの香

こう

積
じゃく

寺（１１月５日松～２７日
じ

掌の毎週土・日曜日。参道に竹灯り
を一斉に飾り、香積寺を温かい灯り
で包み込みます）等
■問足助観光協会（緯０５６５〈６２〉１２７２）

■内職種獅相談支援業務 勤務内容獅地
域包括支援センターにおける介護予
防プランの作成等 雇用期間獅平成
２９年１月１日～３月３１日（４月以降
更新の場合あり） 勤務日時獅捷～
晶午前８時３０分～午後５時１５分（応
相談） 勤務場所獅地域包括支援セ
ンター中部（中部福祉センター内）
賃金獅時給１４４０円、通勤割増１日
２００円 選考獅面接（１１月２９日昇）
■対介護支援専門員・保健師・看護師・
社会福祉士のいずれかと普通自動車
運転免許の資格を有する人
■定１人
■申１１月４日晶～２４日昭午前９時～午後
５時（掌捷抄を除く）に、申込書に資
格証明書を添付し市社会福祉協議会
総務課（社会福祉会館内／緯〈７７〉２９４１）
へ
※申込書は同会館・同協議会ウェブ
サイトで配布。

社会福祉協議会臨時職員

■内講座名獅電気工事士技能講座 訓練
内容獅第二種電気工事士技能試験に
関する単位作業候補問題の練習 訓
練期間獅１１月２６日松午前９時１０分～
午後４時３０分・２７日掌午前９時１０
分～午後３時４０分（全２回）

■対第二種電気工事士の資格取得を目指
す人
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥２３００円
■持材料・テキスト・工具
※詳細は問い合わせてください。
■申１１月２１日捷までに、講座名・郵便番
号・住所・氏名・生年月日・電話番
号・勤務先名・勤務先電話番号をは
がき（必着）で高浜高等技術専門校
（〒４４４－１３２４高浜市碧海町４－１－
６／緯〈５３〉００３１）へ
※Eメールでも申込できます。詳細
は同校ホームページ参照。

県立高浜高等技術専門校
在職者対象訓練

子どもの成長を間近で感じてみませ
んか。
■内職務内容獅保育アシスタント（保育
園の環境整備、保育補助） 雇用期
間獅１２月１日から（要相談） 勤務時
間諮共通獅捷～晶（抄を除く） ①午
前７時３０分～８時３０分 ②午後４時
～６時 勤務場所獅市立保育園 賃
金獅時給１０００円、通勤割増１日２００
円 選考獅面接（申込時又は指定日）
※①又は②の勤務、若しくは①・②
の兼務も可。

■定５人程度
■他資格の有無は問いません
■申１１月１日昇～１１日晶午前８時３０分～
午後５時（松掌抄を除く）に、顔写真
付の履歴書を持ち子ども課（緯〈７１〉
２２２８）へ

保育園臨時職員

■内勤務内容獅事務及び事業運営 雇用
期間獅平成２９年２月１日～３月３１日
（４月以降更新の場合あり） 勤務日
時獅捷～晶午前８時３０分～午後５時
１５分（抄を除く） 賃金獅時給１１５０円、
通勤割増１日２００円 選考

▲

１次選
考獅書類審査 ２次選考獅面接（１２
月４日掌）
■対日常会話程度のポルトガル語又は英
語が可能であり、エクセル・ワード
等パソコンの基本操作ができる人
■定１人
■申１１月７日捷～２１日捷午前９時～午後
５時（松掌を除く）に、顔写真を添付
した申込書等を持参か郵送（必着）で
市国際交流協会（さくら庁舎内／〒
４４６－８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２
６０）へ
※申込書・募集要項は、同協会・同
協会ウェブサイトで配布。

市国際交流協会臨時職員

体育施設の年間利用計画団
体
来年度、市の体育施設を利用してス
ポーツ競技大会の開催を予定している
団体からの利用申請を受け付けます。
■対１００人以上の参加者を対象としたス
ポーツ競技大会
※市内団体を優先。
■申１１月８日昇～３０日昌午前９時～午後
５時（休館日を除く）に、申込用紙を
市体育館（緯〈７５〉３５３５）へ
※申込用紙は同館・市公式ウェブサ
イトで配布。

INFORMAÇÕESÚTEIS
SEF INFORMATION

Português

Englis
外国語の
情報ボックス

※申込や問い合わせは、日本語でお
願いします。

※Inscriçõeseinformaçõessomente
emjaponês

※Applicationsandinquirieswillbein
Japanese.

会 広報あんじょう 2016.11.1

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員・募集人数 ■￥費用・受講料等 ■持持ち物 ■他その他


